
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ソング 誕生日の歌

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日より 1 年間会長として、お世話にな
ります。よろしくお願い申し上げます。

前田会長、渡辺前幹事はじめ前理事役
員の皆様、1年間ご苦労様でした。

今年度は創立 25 周年、節目の年です。
24 人の先輩会長の実践してきた奉仕実績
を守り、踏襲し、次年度に引き継ぎたいと
思っております。各委員会は各委員長の判
断で運営していただきながら親睦活動を中
心とした、楽しい一年にするつもりです。会
長としての自信はありませんが努力は惜し
まず、小林副会長、西川幹事、そして事務
局の掛川さんのお力添えをいただいて一
年を全うしたいと思っております。

会員の皆様のご指導、ご協力をお願いし
ます。

来週は丸野ガバナー補佐の事前訪問と
新入会員渡辺英世さんの入会式が

あります。ご都合をつけて出席されること
をお願いします。

【幹事報告】 西川 宏 幹事
1. 都筑ガバナーより事務所閉鎖について

6 月末日をもって終了 7 月 1日より都
筑直前ガバナー事務所として 9 月末
日まで残務

2. 島田ガバナーより
「第 24 回ＲＹＬＡ」開催について

日時 9 月 22 日（土）～23 日（日）
場所 松本東急イン

3. ユネスコより広報誌
4. 週報 白馬ＲＣ
・来週 7 月 10 日（火）丸野幸子ガバナー補
佐事前訪問、例会終了クラブ協議会、各委

員長はクラブ計画書をご持参下さい。
本日の配布物
週報 1144 号、ガバナー月信 1 号、
フアイル、クラブファイル、クラブ計画書

【委員会報告】

クラブ運営委員会 清水 良英委員長

今年度納涼夜間例会について

クラブ広報・情報委員会

◆皆勤賞

黒澤 明男(13 回）

前田 博志(13 回）

清水 良英（3 回）

◆ラッキー賞

矢島 英夫 君

◆ニコ BOX 橋詰 希望 委員
青松英和君 黒澤年度の出発を祝して。

黒澤明男君
1 年間お世話になります。ご協力よろ

しくお願いします。

小林秋生君

本日初仕事です。副会長を仰せつか

りました。どうぞよろしくお願いしま

す。

清水泰男君
黒澤会長年度のスタートを祝し

て・・・・。

清水良英君 皆勤賞ありがとうございました。

中河邦忠君 久し振りの例会です。お詫びの印に。

西川宏君
本年度の幹事です。1 年間よろしくお

願いします。

橋詰希望君

前田会長、渡辺幹事はじめ理事役員

の方ご苦労様でした。黒澤会長、西

川幹事、理事役員の方のご活躍を期

待しています。囲碁セミナー出席して

きました。

前田博志君 黒澤会長おめでとう！

矢島栄一君
新会長、新幹事、1 年間どうぞよろしく

お願いします。

矢島英夫君

黒澤年度第 1 回目のラッキー賞あり

がとうございます。本当にラッキーで

す。

渡辺頼雄君 1 年間ありがとうございました。

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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【本日のプログラム】 新役員の抱負 会長・副会長・幹事・各委員長

会 長 黒 澤 明 男
RI 会長田中作次氏の今年度のテーマは「奉仕を通じ
て平和を」です。平和という概念は、人によって、文化
によって異なります。平和をどのように定義するにせよ、
それは奉仕を通じて達成できる目標です。奉仕とは生
き方であり実践することが平和へ向けて邁進していくこ
とができると提唱しています。
2600 地区島田甲子雄ガバナーは「灯(とも)そう平和の
灯(ひ)をひとりひとりの心の中に」を地区方針とし、地
区は RI の方針を受けてクラブを支援するが≪各クラブ
は独自性を大切にし≫魅力あるクラブ作りをしながら、
親睦をベースに人のために奉仕した達成感と喜びを共
有して下さいと述べております。
小諸浅間RCは今年度、創立25周年、節目の年です。
先輩会長が実践してきた、地域に密着した、均衡のと
れた奉仕実績を守り、育みながら「親睦と奉仕の翼」を
大きく膨らませ、クラブの活動が更なる発展、活性化す
る年度としようではありませんか。
ロータリアンは自分達の行っている奉仕活動を敢えて、
これみよがしにいわないことを美徳とする風潮・文化を
もっています。我クラブは飯綱山、小諸インターの下草
刈り、その他多くの奉仕を行っておりますが、これらの
活動は小諸市民にあまり知られていません。ロータリ
ー活動が地域社会から理解され、評価を高め認知さ
れるにはもっと元気を出して存在と行動を地域に発信
することが必要と思います。
当クラブは 24 名で出発です。会員減少、予算など厳し
い状況ですが、本年度会長をとして一年間、ロータリー
の原点「奉仕と親睦」を念頭に努力しますので、皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
＜本年度目標＞
会員増強 3名以上
ロータリー財団

1人平均 120 ドル以上の寄付
米山奨学会

1人平均 20,000 円以上の寄付
ポールハリスフェロー・マルチプルポールハリスフェロ
ーの誕生をお願いする
米山功労賞・米山功労法人・遺言寄付者の促進
------------------------------------------

クラブ運営委員会
委員長 清 水 良 英

クラブ運営委員会の委員長をさせて頂きます、清水良
英です。抱負ということですが、具体的な活動に関して

はクラブ計画書を参照して頂きたいと思います。
そのなかで先ほど黒澤会長が強調されました
「親睦」を担う委員会として、会員の皆様・ご家
族の皆様に楽しんでいただけるよう一所懸命務
めさせていただきますのでよろしくお願い致しま
す。また同時に、クラブの将来を見据えたなか
で、効率性、持続可能性を考慮し、あまり負荷
をかけ過ぎない委員会運営を心掛けていきた
いと思いますので、ご協力のほどよろしくお願
いいたします。
---------------------------------------
ロータリー財団・米山記念奨学会委員会

委員長 矢 島 栄 一
委 員 両 川 栄、青 松 英 和

各寄付金について、地区の方針・目標を会員
の皆さんに伝え、ご理解とご協力のもとに目標
を達成して参ります。
【ロータリー財団】
① 年次寄付は目標額を1人平均120ドル以上
とする。
② ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛ
ｰの誕生を各１名以上お願いする。
③ 2013-14 年度から始まるﾛｰﾀﾘｰ財団「未来
の夢計画」への移行準備を進める。
④ 委員会業務の充実、特にＩＴ強化への対応
を図る。
【米山記念奨学会】
① 1人年平均20,000円（月2,000円目標）の寄
付目標を達成する。
② 米山功労賞、米山功労法人、遺言寄付者
の各クラブ 1名以上を促進する。
③ 米山奨学生の受入が円滑に行なわれるよう
体制作りとカウンセラーのサポートに努める。
【国際奉仕プロジェクト】
① ミャンマーへの教育支援活動
② 国際大会(2013 年 6 月 23 日～26 日)ポルト
ガル･リスボンへの参加

【出席報告】 渡辺 頼雄 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 7 月 03 日 23 18 事前（0） 78.26％
前々回 6 月 19 日 23 23 事後（0） 修正 100.00％


